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日本共産党議員団の法律相談

者負担について、「重い負担を理由に
１．介護保険について
サービスの利用を減らしている」と答
【質問】介護保険制度がスタートし えている人が ．２％もいます。在宅
て 年が経過しました。
介護が施設入所にかわるものになりえ
しかし、一向に介護不安は解消さ るのか、お伺いします。
れていません。
【答弁】本市では住み慣れた地域で介
現在も介護の相談で最も多いの
護を受けられるよう、さまざまなサー
が、特養ホームへの入所希望です。
ビス基盤の整備を進めている。
国は、在宅での介護を重点にやって
地域密着型である小規模多機能型居
いくとしていますが、特養ホームへ
宅介護は、自宅に近いところで通い、
の入居希望は増える一方で、平塚市
訪問、泊まりを組み合わせて利用で
の特養待機者は９２５人。なぜ、特養
き、「自宅で」という高齢者と「尊重し
待機者が増え続けているとお考え
てあげたい」という家族にとって有用
か伺いします。
なサービスである。
【答弁】高齢化の進展と要介護者
【質 問 】第 ４期 介 護 保 険 事 業 計 画 で
が多くなり、早めに特養への入所を
希望する人が多くなったことと、特 は、厚生労働省は「団塊の世代」が高齢
化を迎える２０１５年にむけて、施設サ
養ホームの建設が計画通り進んで
いないことにあると認識している。 ービスは重度者に重点 化し、在宅サー
ビスは高齢者の病院追い出しの受け皿
しかし、県の実態調査では、早め
に申し組む人がいて、実質的な待機 づくりに専念する、そのための中間的
な計画として作成する よう、自治体に
者は３割弱と見込んでいる。
指針をしめしています。
高齢者が、施設からも病院からも締
め出される状況が続けば、施設待機者

１９

１７

１０

「米づくり体験隊」が田植え

７６

６月 日（土）雨もや
んで、寺田縄にある「ひら
つか花アグリ」では、９時
半から恒例の「米づくり
体験隊」による田植えが
行われました。
今年の参加者は 組
と、定員の 組には満た
なかったようですが、今
年で６回目を迎えリピー
ターも多く、子どもたち
の成長を喜び合う場面も
ありました。
毎年、田んぼの半分を
手で植え、後の半分を機
械で植えると、いつも機
械植えのほうがきれいに
仕上がっていましたが、今
年は手で植えたほうもき
れいに揃って、みんなの腕
前も上がったようです。
７月には「田んぼの草
取り」が行われます。子
どもたちにとってザリガ
ニやカエルなどと遊べる絶
好の季節となります。
２０

（要予約）
午後１時から
２０１０年６月２７日発行
No.１０８０

次回は７月１０日（土）です。
平塚市浅間町９－１ 平塚市議会控室

【質問】先日、日本共産党が行った
介護事業者への全国アンケートで
は、訪問・通所・居宅介護支援の利用

米づくり

６月議会が、６月４日から６月２９日ま
での２６日間の会期で行われていま
す。
第５日目の６月１８日（金）、松本敏子
議員が総括質問を行いました。
その要旨を掲載いたします。
電話 0463－23－1111（内線 2375）
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の総括質問
電話・fax 31-6431
w-toshi@agate.plala.or.jp

松本敏子議員
６月議会
日本共産党平塚市議会議員団

日本共産党平塚市議会議員団ニュース
２０１０年６月２７号
１０８０号

土沢野球場

１時間１０００
円

以外は倍額となる。

湘南ひらつか

１人１回につき

１回：１８ホールの利用

パークゴルフ場

大人 ４００円

（１８ホール以内でも同じ）

小人 ２００円

小人：中学生以下

１面の「介護保険について」の質問と回

1７

答の続きを掲載します。

市民以外、市体育協会員

検討すべきではないかとのこと。市
の実態や現実的に可能なのかも含
め、検討していきたい。

１時間３００円

２．平塚市企業立地等促進事業
について

【
質問】
（１）平塚市が助成してきた
「工業活性化促進事業」の費用対効果
について伺います。
＊ 固定資産税等の助成は、何件あり
３年間の助成額はいくらだったのか。
＊ 市内在住者の雇用助成は３年間で
何人分の申請があり、助成額はいく
らだったのか。
＊ 助成による波及効果（費用対効
果）の判定は、どのような観点で行っ
たのか。また１事業者ごとに詳細に行
ったのか。
【答弁】固定資産税等の２分の１相
当額の助成は、 事業者で、Ｈ 年
度からＨ 年度までの３年間で１億
７４７４万２１４１円助成した。雇用助
成は、３年間で３人であり、９０万円
の助成。
波及効果は短期間で成果を産むもの
でなく、継続的に本市で創業する中
で現れるもの。また、一企業ごとに判
定することは難しく、中長期的な視
点での評価が必要であると考えてい
る。

王御住運動広場
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はさらに増えることは目に見えてい
ます。現に特養老人ホームの建設が
進まない状況で、行政として在宅介
護をどう支援していくのか、お聞き
します。
【質問】平成 年度から消費税の免
税点を３千万円から１千万円に引き
下げられ、商品に転化できない店は、
毎年多額の消費税に負われ、長年や
ってきた店を閉めざるを得ない厳し
い事態が起こっています。
そして平成 年度には、国民にだ
け定率減税をなくされ、その上、老年
者控除の廃止、公的年金の見直しな
ど連続の負担増で、特に零細業者や
高齢者といった弱い立場の方々に負
担がのしかかり、かつてない厳しい
生活を余儀なくされています。
大藏市長は、今年度の予算説明で
「歳入の根幹をなす市税収入は、法人
市民税、個人市民税、固定資産税等
が、いずれも減少し、そのために仕事
の点検作業を踏まえ、従来から実施
してきた事業でも、休止、縮小等の見
直しをした」とのことでした。
こうして、税収の減少が深刻に述
べられている中で、Ｈ 年度からス
タートした「工業活性化促進事業」で
は、工場や研究所などを新設・増設す
ると固定資産税及び都市計画税相当
額を５年間２分の１にし、１事業者に
対し、上限１億円まで助成するという
ものです。
中小企業を応援し、そうした企業
の新設・増設に対して助成するだけで
なく、平塚市には、神奈川県が実施し
たインベスト神奈川の助成を受け新
設した企業もあり、インベスト神奈
川で数十億円という巨額な助成を受
けて建設した企業に対しても助成す
ることに対し、どのようにお考えで
しょうか。
【答弁】日本の製造業は大企業の下
に中小企業が連なる構造で、その裾
野は広く、大企業の影響に大きく左
右される傾向にある。工場の撤退や
産業の空洞化が進行することは、行
政運営にも重要な問題であり、市民
生活にも影響を及ぼす。
街が元気でいるためには、大企業・
中小企業を問わず活性化することが
重要であると考え助成している。
摘要
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【答弁】小規模多機能型のほか、
時間安心して在宅生活が送れるよ
う、夜間対応型訪問介護が４月に開所
した。居宅介護の充実に努め、支援を
してゆく。また、特養ホームの建設が
重要であることから、庁内各課と連
携し、建設に向け進めていく。
【再質問】なぜ特養
待機者が増えるかと
いうと、国民年金で
生活している人や非
課税世帯など低所得
者層は、収入に見合
った減免措置がある
特養ホームにしか入
れない、これが実態
です。
在宅介護では、介護サービス料と
家族介護の両方が家族にのしかかっ
てしまうのに比べ、特養に入れば、世
帯分離できて、低所得者には施設利
用料減免があり、家族も助かり、利用
者にとっても終身安心して暮らせる
のです。
国がどんなに「施設から在宅へ」と
いっても、在宅介護が「身体的にも金
銭的にも、負担が大きすぎる」
という
点を見直さない限り、特養待機者は
増える一方です。 在宅で家族が充分
介護できるようにするには、介護サ
ービス料がその家族の生活を脅かさ
ないよう、低所得世帯には「減免」措
置がどうしても必要と考えます。
介護保険法では、「特別な事情によ
り１割負担が困難と認めた利用者に
ついては負担割合を１割未満とする
ことができる」とされていて、全国の
さまざまな自治体が深刻な在宅介護
の実体から、利用料の減免を実施し
ていますが、市長の見解を伺います。
【市長】制度開始当初からしたら、
サービスの整備は進んできている
が、現実には特養の整備が進まない
ために、在宅でのサービス料が重く
のしかかり、家族が見ざるを得ない
状況である。そういった人に減免を
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屋外体育施設使用料

この続きは次回に掲載いたします。
訂正とお詫び（６月６日付けの議員団ニュースで大
御住運動広場の金額が違っていました。正しくは
以下のとおりです。）
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